
(単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他

徴収不能引当金

【様式第１号】

一般会計等　貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

11,386,887,426 -
2,822,803,232 2,195,828,000
3,315,402,500 -

45,511,461,670 10,237,656,753
44,013,974,847 8,041,828,753

△ 187,778,592 -
- -
- -

17,013,732,957 -
△ 11,839,940,432 1,271,195,917

261,263,761 1,045,408,557

- -
- 負債合計 11,508,852,670
-

- -
- 137,807,792
- 87,979,568

34,855,521
△ 34,621,408

62,948,388,054

1,404,000 46,367,334,917
32,589,702,910 △ 10,293,015,127

87,690,247

25,220,468
138,109,950

△ 100,725,439

△ 30,471,829,972
-
-

1,497,486,823
462,459,350

54,350

-
-
-

862,242,541
-

862,242,541
-

194,470,000
267,935,000

-
109,978,959
67,862,760

21,000,000
834,873,247
526,676,312

△ 5,056,787
2,071,710,790
1,196,456,244

20,328,627

△ 947,328 純資産合計 36,074,319,790

資産合計 47,583,172,460 負債及び純資産合計 47,583,172,460

308,196,935
-
-



(単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

204,476,000

【様式第２号】

一般会計等　行政コスト計算書
自  平成28年4月1日
至  平成29年3月31日

科目 金額

12,245,525,891

7,448,895,531

2,620,460,636

1,983,387,765

137,807,792

2,992,385,405

294,789,079

4,705,426,639

2,585,933,406

560,801,489

1,536,555,372

22,136,372

123,008,256

91,323,019

11,612,776

20,072,461

4,796,630,360

-

906,926,635

891,361,510

5,956,810

313,678,494

86,361,418

227,317,076

△ 11,931,847,397

2,278,734,781

2,265,971,643

12,763,138

-

-

5,965,577

-

5,965,577

△ 14,204,616,601



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 47,996,522,433 △ 10,714,785,471

純行政コスト（△） △ 14,204,616,601

財源 12,974,304,144

税収等 8,613,280,311

国県等補助金 4,361,023,833

本年度差額 △ 1,230,312,457

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,652,382,801 1,652,382,801

有形固定資産等の増加 969,986,321 △ 969,986,321

有形固定資産等の減少 △ 1,799,299,757 1,799,299,757

貸付金・基金等の増加 327,445,669 △ 327,445,669

貸付金・基金等の減少 △ 1,150,515,034 1,150,515,034

資産評価差額 15,384

無償所管換等 23,179,901

その他 - △ 300,000

本年度純資産変動額 △ 1,629,187,516 421,770,344

本年度末純資産残高 46,367,334,917 △ 10,293,015,127

△ 1,230,312,457

【様式第３号】

一般会計等　純資産変動計算書
自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日

科目 合計

37,281,736,962

△ 14,204,616,601

12,974,304,144

8,613,280,311

4,361,023,833

15,384

23,179,901

△ 300,000

△ 1,207,417,172

36,074,319,790



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

91,323,019

【様式第４号】

一般会計等　資金収支計算書
自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日

科目 金額

10,491,277,418
5,694,647,058
2,414,368,311
3,169,520,302

2,265,971,643

19,435,426
4,796,630,360
2,992,385,405

906,926,635
891,361,510

5,956,810
10,384,731,824
8,616,931,973
1,443,770,766

86,756,405
237,272,680

3,089,728,770

2,265,971,643
-

898,771,581
△ 1,473,745,656

982,736,159
720,020,458
254,695,701

-
8,020,000

-

1,348,100,000

2,018,481,486
1,060,984,000

10,263,284
-
-

2,106,992,611

1,235,916,127
1,235,916,127

-
1,348,100,000

1,196,456,244

-
112,183,873

本年度資金収支額 745,430,828
前年度末資金残高 363,045,848
本年度末資金残高 1,108,476,676

60,957,682
27,021,886
87,979,568


